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  （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

        ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

          

  当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第８期

第２四半期 
連結累計期間 

第９期
第２四半期 

連結累計期間 
第８期

会計期間 
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日 

自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日 

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日 

売上高（百万円）  402,339  389,396  816,121

経常利益（百万円）  8,630  6,058  14,878

四半期（当期）純利益（百万円）  2,473  6,565  3,385

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 2,852  5,192  4,009

純資産額（百万円）  72,572  75,811  73,737

総資産額（百万円）  478,977  488,055  468,054

１株当たり四半期（当期）純利益 

金額（円） 
 4.86  12.96  6.38

潜在株式調整後１株当たり四半期 

（当期）純利益金額（円） 
 4.55  12.18  6.24

自己資本比率（％）  12.5  13.0  13.1

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 6,296  4,584  18,369

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △3,771  △5,788  △8,523

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △6,406  △282  △13,149

現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高（百万円） 
 14,823  13,938  15,473

回次 
第８期

第２四半期 
連結会計期間 

第９期
第２四半期 

連結会計期間 

会計期間 
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日 

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日 

１株当たり四半期純損失金額 

（△）（円） 
 △0.36  △0.98

２【事業の内容】
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当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。   

  

（１）業績の状況 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等が景気を下支えし緩やかな回復基

調で推移いたしましたが、欧州経済危機を背景とした世界経済の減速、歴史的円高の長期化、近隣諸国の政治的な

動きによる影響等不安材料も多く、依然として先行き不透明な状況となっております。 

水産・食品業界におきましても、消費者の根強い低価格志向や世界各地の異常気象による原料価格の高騰等、引

き続き厳しい事業環境にあります。 

このような状況下で、当社グループは、中期三ヵ年経営計画「ダブルウェーブネクスト（2011-2013)」の二年目

となる当期の目標達成に向け、冷凍食品事業会社の買収や不採算子会社の売却等事業の選択と集中を進め、収益力

の更なる強化と資本の 適化に努めてまいりました。また、資本効率の向上と株主の皆様への利益還元を図るた

め、自己株式の取得及び消却を実施いたしました。 

当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は389,396百万円（前年同期比3.2％減）、営業利益

は5,824百万円（前年同期比42.9％減）、経常利益は6,058百万円（前年同期比29.8％減）となりました。四半期純

利益は厚生年金基金の代行部分返上による特別利益の計上等により、6,565百万円（前年同期比165.5％増）となり

ました。 

  

各セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

水産事業 

水産セグメントは、国内外の漁業・養殖事業、すりみの生産販売を中心とした北米事業、海外調達ネットワーク

を持つ水産商事事業、市場流通の基幹を担う荷受事業、及び市場外流通を受け持つ戦略販売事業から構成され、国

内外の市場動向を注視しながらお客様のニーズに対応した的確な買付販売と加工事業の強化により、収益の確保に

努めました。 

漁業・養殖事業では、漁撈事業は海外まき網が順調に推移したものの、沖合まき網等が不振、養殖事業はマグロ

の売価が上昇したもののカンパチの相場の低迷が続き、全体では減収減益となりました。 

北米事業は、ヘイクの減枠、及び缶詰を中心とした鮭鱒の取扱い減となったものの、スケソウダラの枠の順調な

消化、及びすりみ・助子の順調な販売により減収増益となりました。 

水産商事事業は、チリ産の鮭鱒の市況下落の影響を受けて冷凍魚全般の荷動きが悪化したこと、エビは買付コス

トの上昇に対し十分な売価転嫁ができなかったこと等により減収減益となりました。 

荷受事業は、取扱量の減少に歯止めがかからないなか、冷凍鮭鱒の相場下落の影響を大きく受け、大幅な減収減

益となりました。 

戦略販売事業は、主要原料価格が低下するなか、量販、生協、コンビニ、及び寿司業態向けの販売が好調に推移

し増収増益となりました。 

以上の結果、水産セグメントの売上高は235,251百万円（前年同期比6.5％減）、セグメント利益は2,100百万円

（前年同期比62.1％減）となりました。 

  

食品事業 

食品セグメントは、市販用及び業務用冷凍食品の製造・販売を行う冷凍食品事業、缶詰・フィッシュソーセー

ジ・ちくわ・デザート・ペットフード等の製造・販売を行う加工食品事業、畜産物・飼料を取り扱う畜産事業、化

成品・調味料・フリーズドライ製品の製造・販売を行う化成品事業、及びアジア・オセアニア事業から構成され、

お客様のニーズにお応えする商品の開発・製造・販売を通じて収益の確保に努めました。 

冷凍食品事業は、前年同期における東日本大震災での工場被災の影響に対し、他工場への生産移管、被災工場の

復旧等の回復策が功を奏したことや業務用の重点カテゴリー商材の伸長等があり増収増益となりました。加えて、

７月以降はヤヨイ食品株式会社の連結子会社化も売上面に寄与いたしました。 

加工食品事業は、ペットフード・飲料の販売不振、及び被災工場の閉鎖に伴う東日本地区の市販用ちくわ事業か

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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らの撤退等により減収、ペットフード・飲料の売上減や原料高、及び缶詰の販促費用の増加等により減益となりま

した。 

畜産事業は、牛肉事業や加工品事業において利益率が向上したものの、輸入豚肉や飼料原料の取扱いが減少した

ため減収減益となりました。 

化成品事業は、培地用エキスや健康食品サプリメント類の販売不振により減収減益となりました。 

アジア・オセアニア事業は、タイにおいて生産された冷凍食品の日本・欧米・オセアニア市場向け販売、及び缶

詰の日本・米国・オセアニア向け販売が好調に推移し増収増益となりました。 

以上の結果、食品セグメントの売上高は143,663百万円（前年同期比2.4％増）、セグメント利益は4,280百万円

（前年同期比19.3％減）となりました。 

  

保管物流事業 

保管物流セグメントは、お客様の物流コスト削減による在庫圧縮の傾向が続くなか、水産物をはじめ畜産品や冷

凍食品の集荷営業活動に努めました。 

在庫回転率がやや低下したため入庫数量は前年同期より減少したものの、入庫数量に比べて出庫数量が少なかっ

たため、当期末の在庫数量は前年同期より増加いたしました。 

輸配送事業等の周辺事業もほぼ順調に推移し、保管物流セグメントの売上高は7,838百万円（前年同期比7.0％

増）、セグメント利益は630百万円（前年同期比1.6％増）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、借入れ及び営業活動によ

り得られた資金を、主として新規連結子会社株式の取得、設備投資に使用した結果、当第２四半期末には13,938百

万円と前連結会計年度末に比べ1,535百万円減少いたしました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は、4,584百万円となり、前年同期に比べ1,712百万円減少いたしました。 
  

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は、主に新規連結子会社株式の取得及び設備投資によるもので、5,788百万円とな

り、前年同期に比べ2,017百万円増加いたしました。 
  

財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は、282百万円となり、前年同期に比べ6,124百万円減少いたしました。 

  

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

（４）研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、319百万円であります。 

  なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

（５）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(2)キャッシュ・フローの状況」に

記載のとおりであります。 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は488,055百万円となり、前連結会計年度末に比べ20,001百万円増加いた

しました。これは主として売上債権及びたな卸資産の増加によるものであります。 

負債は412,244百万円となり、前連結会計年度末に比べ17,928百万円増加いたしました。これは主として借入金

及び仕入債務の増加によるものであります。 

少数株主持分を含めた純資産は75,811百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,073百万円増加いたしました。 
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

（注）１．権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２．第一種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等であります。 

３．第一種優先株式は、株価の下落により取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が増加しま

す。行使価額等の修正基準、行使価額等の下限等の定めの内容については以下のとおりであります。 

取得価額は、平成19年９月１日から平成26年９月１日までの毎年９月１日（以下それぞれ「取得価額修正日」

という。）の時価（以下それぞれ「時価」という。）が当該取得価額修正日の前営業日に有効な取得価額を下

回る場合、当該取得価額修正日以降、当該時価に修正されるものとする。「時価」とは、各取得価額修正日に

先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）

とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上

記の時価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(c)に準

じて取締役会が適当と判断する値に調整される。ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額

（ただし、下記(c)により調整される。）の70％に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数

第１位を切り上げる。）または50円のいずれか高い方の金額（以下「下限取得価額」という。ただし、下記

(c)により調整される。）を下回る場合には、下限取得価額をもって修正後取得価額とする。 

４．第一種優先株式の内容は次のとおりであります。 

(1)種類株式の名称  株式会社マルハニチロホールディングス  第一種優先株式（以下「第一種優先株式」とい

う。) 

(2)発行株式数      第一種優先株式2,000万株 

(3)発行価額        １株につき1,000円 

(4)発行価額中資本に組み入れない額      １株につき500円 

(5)払込期日        平成17年３月25日（金曜日） 

(6)配当起算日      平成17年３月25日（金曜日） 

(7)募集の方法      第三者割当の方法により、当会社及び当会社の子会社である株式会社マルハニチロ水産の取

引先等に割り当てる。 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  1,170,000,000

第一種優先株式  26,000,000

計  1,196,000,000

種類 
第２四半期会計期間末現在
発行数（株） 
（平成24年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月12日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容

普通 

株式 
 494,535,159 同左 

東京証券取引所 

市場第一部 

単元株式数1,000株 

（注１・８） 

第一種 

優先 

株式 

（注２） 

 6,730,000 同左 ― 

単元株式数1,000株 

（注３・４・５・６・

７・８） 

計  501,265,159 同左 ― ― 
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(8)第一種優先配当金 

(イ)第一種優先配当金の額 

１株あたりの第一種優先配当金の額は、20円とする。ただし、初年度の第一種優先配当金については、39

銭とする。 

(ロ)非累積条項 

ある事業年度において、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の

額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に累積しない。 

(ハ)非参加条項 

第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて配当を行わ

ない。 

(ニ)第一種優先中間配当金 

当会社は、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して、中間配当を行わない。 

(9)残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主また

は普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式１株につき1,000円を支払う。第一種優先株主または第一種

優先登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。 

(10)議決権 

第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

(11)募集株式の割当てを受ける権利等 

当会社は、第一種優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、第一種優先株主に対し、募集株

式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利もしくは募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えな

い。 

(12)取得請求権 

(イ)取得を請求し得べき期間 

平成18年９月１日から平成27年３月24日まで 

(ロ)取得の条件 

第一種優先株式は、上記（イ）の期間中、１株につき下記(a)ないし(c)に定める取得価額により、当会社

の普通株式を交付することができる。 

(a)当初取得価額 

当初取得価額は、平成18年９月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）または50円のいずれか高い方の金額とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで

算出し、その小数第１位を切り上げる。 

(b)取得価額の修正 

取得価額は、平成19年９月１日から平成26年９月１日までの毎年９月１日（以下それぞれ「取得価額修

正日」という。）の時価（以下それぞれ「時価」という。）が当該取得価額修正日の前営業日に有効な

取得価額を下回る場合、当該取得価額修正日以降、当該時価に修正されるものとする。「時価」とは、

各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。）の

株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平

均値（終値のない日数を除く。）とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、

その小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整事由

が生じた場合には、当該平均値は、下記(c)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。ただ

し、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(c)により調整される。）の70％

に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）または50円のいず

れか高い方の金額（以下「下限取得価額」という。ただし、下記(c)により調整される。）を下回る場

合には、下限取得価額をもって修正後取得価額とする。 

(c)取得価額の調整 

取得価額は、第一種優先株式発行後、当会社が時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通株式

を発行または処分する場合に、次に定める算式（以下「取得価額調整式」という。）により調整され、

その他一定の場合にも取得価額調整式その他一定の算式により調整されるほか、合併等により取得価額

の調整を必要とする場合には、当会社の取締役会が適当と判断する額に調整される。取得価額調整式を

用いる計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。 

2012/11/08 13:50:5512864875_第２四半期報告書_20121108135012

- 5 -



(ハ)取得により発行すべき普通株式数 

第一種優先株式の取得により発行すべき当会社の普通株式数は、次の通りとする。 

取得により発行すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。 

(13)取得条項 

当会社は、第一種優先株式取得請求期間中に取得の請求のなかった第一種優先株式を、同期間の末日の翌日

（以下「一斉取得基準日」という。）をもって取得する。その場合、第一種優先株式１株の払込金相当額を一

斉取得基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株

式を当該第一種優先株主に対して交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その

小数第１位を切り上げる。この場合、当該平均値が第一種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める下限

取得価額を下回るときは、第一種優先株式１株の払込金相当額を当該下限取得価額で除して得られる数の普通

株式となる。上記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併

合の場合の１に満たない端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。 

(14)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

５．第一種優先株主が株主総会において議決権を有しない理由 

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 

６．第一種優先株式の権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 

該当事項はありません。 

７．第一種優先株式の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 

該当事項はありません。 

８．提出日現在発行数には、平成24年11月１日から当四半期報告書を提出する日までの第一種優先株式の取得請求

に係る株式数は含まれておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

        既  発  行 

普通株式数 
＋ 

新規発行・処分普通株式数×１株あたりの払込金額 

調 整 後 

取得価額 
＝ 

調 整 前 

取得価額 
× 

１株あたりの時価 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 

取得により発行 

すべき普通株式数 
＝ 

第一種優先株主が取得請求のために提出した第一種優先株式の発行価額の総額 

取得価額 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】
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（注）平成24年９月24日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。なお、これに伴う資本金及

び資本準備金の増減はありません。 

  

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高 

（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高 
（百万円） 

平成24年９月28日

（注） 
 △15,489,000  501,265,159 ―  31,000 ―  12,250

（６）【大株主の状況】

  平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

大東通商株式会社 東京都新宿区市谷台町６番３号  51,819  10.34

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号  20,998  4.19

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号  20,510  4.09

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号  18,642  3.72

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号  15,986  3.19

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号  11,571  2.31

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号  9,241  1.84

東洋製罐株式会社 東京都品川区東五反田二丁目18番１号  8,803  1.76

株式会社山口銀行 山口県下関市竹崎町四丁目２番36号  6,358  1.27

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口１） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号  4,063  0.81

計 ―  167,994  33.51
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なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。 

（注）１．株式会社みずほコーポレート銀行が連名で提出した平成24年７月６日付大量保有報告書の写しが当社に送付さ

れ、平成24年６月29日現在、下記のとおり全体で26,060,500株（所有株式数の割合5.04%）の当社株式を保有 

している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質保有状況の確認

ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記大株主の状況に記載しております。 

２．株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが連名で提出した平成24年９月３日付大量保有報告書の写 

しが当社に送付され、平成24年８月27日現在、下記のとおり全体で26,185,285株（所有株式数の割合5.07%） 

の当社株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末現在における実

質保有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況に記載しておりません。 

（注）株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが連名で提出した平成24年10月29日付大量保有報告書 

（変更報告書）の写しが当社に送付され、平成24年10月22日現在、全体で23,484,759株（所有株式数の

割合4.69%）の当社株式を保有している旨の報告を受けております。  

  

  平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数 

（個） 

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％） 

大東通商株式会社 東京都新宿区市谷台町６番３号  51,819  10.71

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号  20,998  4.34

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号  20,510  4.24

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号  18,642  3.85

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号  15,986  3.31

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号  10,771  2.23

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号  9,241  1.91

東洋製罐株式会社 東京都品川区東五反田二丁目18番１号  8,803  1.82

株式会社山口銀行 山口県下関市竹崎町四丁目２番36号  6,358  1.31

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口１） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号  4,063  0.84

計 ―  167,191  34.57

氏名又は名称 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合（％） 

株式会社みずほコーポレート銀行  15,986,500  3.09

みずほ信託銀行株式会社  9,034,000  1.75

みずほ投信投資顧問株式会社  1,040,000  0.20

計  26,060,500  5.04

氏名又は名称 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合（％） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  22,001,300  4.26

三菱ＵＦＪ投信株式会社  2,507,000  0.49

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 

証券株式会社 
 1,676,985  0.32

計  26,185,285  5.07
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①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が15,000株含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数15個が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

（注）１．平成24年８月６日開催の取締役会決議に基づき、平成24年８月７日から平成24年９月18日までに、自己株式 

15,489,000株を取得しました。 

２．平成24年９月24日開催の取締役会決議に基づき、平成24年９月28日に自己株式15,489,000株を消却しました。

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

（７）【議決権の状況】

  平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 
第一種優先株式 

 6,730,000
― 

「１（１）②発行済株

式」の「内容」欄に記載

のとおりであります。 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 

普通株式 

（自己保有株式） 

 

（相互保有株式） 

 

391,000

52,000

― 

「１（１）②発行済株

式」の「内容」欄に記載

のとおりであります。 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

 483,615,000
 483,615 同上 

単元未満株式 
普通株式 

 10,477,159
― ― 

発行済株式総数  501,265,159 ― ― 

総株主の議決権 ―  483,615 ― 

  平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己株式） 

株式会社マルハニチロ

ホールディングス 

東京都江東区豊洲三丁目

２番20号 
 391,000 ―  391,000  0.08

（相互保有株式） 

境港魚市場株式会社 

鳥取県境港市昭和町９番

地７ 
 50,000 ―  50,000  0.01

株式会社ニチロサンフ

ーズ 

新潟県長岡市南陽一丁目

1027番１号 
 2,000 ―  2,000  0.00

計 ―  443,000 ―  443,000  0.09

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平

成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,847 14,134

受取手形及び売掛金 95,839 107,081

たな卸資産 ＊  114,913 ＊  123,961

その他 16,333 18,858

貸倒引当金 △778 △724

流動資産合計 242,155 263,312

固定資産   

有形固定資産   

土地 58,511 58,678

その他（純額） 74,561 78,444

有形固定資産合計 133,073 137,122

無形固定資産   

のれん 18,176 19,480

その他 6,788 6,943

無形固定資産合計 24,964 26,423

投資その他の資産   

投資その他の資産 79,498 72,834

貸倒引当金 △11,638 △11,636

投資その他の資産合計 67,860 61,197

固定資産合計 225,899 224,743

資産合計 468,054 488,055

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,656 39,485

短期借入金 174,574 177,269

引当金 1,593 1,681

その他 35,429 39,228

流動負債合計 242,253 257,664

固定負債   

長期借入金 116,392 124,008

退職給付引当金 28,001 22,068

その他の引当金 341 345

その他 7,327 8,157

固定負債合計 152,062 154,579

負債合計 394,316 412,244
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,000 31,000

資本剰余金 31,699 29,683

利益剰余金 9,910 14,812

自己株式 △68 △52

株主資本合計 72,542 75,443

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △577 △1,647

繰延ヘッジ損益 12 5

為替換算調整勘定 △10,783 △10,164

その他の包括利益累計額合計 △11,348 △11,806

少数株主持分 12,544 12,174

純資産合計 73,737 75,811

負債純資産合計 468,054 488,055
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 402,339 389,396

売上原価 344,778 335,365

売上総利益 57,561 54,030

販売費及び一般管理費 *1  47,355 *1  48,206

営業利益 10,205 5,824

営業外収益   

受取配当金 636 654

雑収入 1,027 1,660

営業外収益合計 1,663 2,314

営業外費用   

支払利息 1,942 1,659

為替差損 1,009 －

雑支出 286 421

営業外費用合計 3,238 2,081

経常利益 8,630 6,058

特別利益   

厚生年金基金代行返上益 － 8,570

投資有価証券売却益 224 －

その他 116 22

特別利益合計 341 8,593

特別損失   

事業整理損 － *2  2,001

貸倒引当金繰入額 1,139 －

その他 1,873 692

特別損失合計 3,012 2,694

税金等調整前四半期純利益 5,959 11,957

法人税等 3,153 6,387

少数株主損益調整前四半期純利益 2,806 5,570

少数株主利益又は少数株主損失（△） 332 △995

四半期純利益 2,473 6,565
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,806 5,570

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △275 △1,083

繰延ヘッジ損益 △13 △6

為替換算調整勘定 342 662

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 50

その他の包括利益合計 45 △377

四半期包括利益 2,852 5,192

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,704 6,107

少数株主に係る四半期包括利益 148 △915
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,959 11,957

減価償却費 6,546 6,507

減損損失 22 195

のれん償却額 731 714

貸倒引当金の増減額（△は減少） 308 △61

災害損失引当金の増減額（△は減少） △1,209 △86

退職給付引当金の増減額（△は減少） 672 △8,311

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △80 －

受取利息及び受取配当金 △737 △756

支払利息 1,942 1,659

売上債権の増減額（△は増加） △6,787 △6,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,071 △5,909

仕入債務の増減額（△は減少） 7,785 6,109

その他 2,234 △193

小計 9,317 5,632

法人税等の支払額 △3,021 △1,048

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,296 4,584

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △13 △19

投資有価証券の売却及び償還による収入 302 3,541

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △4,964

有形固定資産の取得による支出 △5,908 △4,592

有形固定資産の売却による収入 238 228

貸付けによる支出 △1,593 △731

貸付金の回収による収入 930 903

利息及び配当金の受取額 837 867

その他 1,434 △1,021

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,771 △5,788

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 10,657 6,851

長期借入れによる収入 8,035 24,025

長期借入金の返済による支出 △21,078 △25,247

自己株式の取得による支出 △2 △2,005

配当金の支払額 △1,651 △1,650

少数株主からの払込みによる収入 － 12

少数株主への配当金の支払額 △272 △388

利息の支払額 △1,930 △1,686

その他 △164 △192

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,406 △282

現金及び現金同等物に係る換算差額 42 △47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,839 △1,535

現金及び現金同等物の期首残高 18,663 15,473

現金及び現金同等物の四半期末残高 ＊  14,823 ＊  13,938
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（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ64百万円増加しております。 

（税金費用の計算） 

  一部の連結子会社の税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算

しております。 

（退職給付引当金） 

当社の連結子会社である㈱マルハニチロ食品他５社が加入するニチロ厚生年金基金は、厚生年金基金の代行部分

について、平成24年５月１日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けました。 

当第２四半期連結累計期間における損益に与えている影響額は8,570百万円であり、特別利益に計上しておりま

す。 

＊  たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

＊１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

＊２  「事業整理損」の内訳 

【会計方針の変更】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【追加情報】

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

   
前連結会計年度

（平成24年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日） 

商品及び製品 百万円85,660 百万円92,112

仕掛品  11,081  12,785

原材料及び貯蔵品  18,172  19,063

（四半期連結損益計算書関係）

   
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日） 

従業員給与 百万円10,210 百万円10,357

退職給付費用  1,574  1,315

賞与引当金繰入額  586  600

前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日） 

  ───────────────   連結子会社の売却に伴う損失額であります。 
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＊  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日） 

１．配当金支払額 

（注）普通株式の配当金の総額1,524百万円については、連結子会社が所有する普通株式の自己株式にかかる配

当金を控除しております。なお、控除前の金額は、1,524百万円であります。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日） 

１．配当金支払額 

（注）普通株式の配当金の総額1,528百万円については、連結子会社が所有する普通株式の自己株式にかかる配

当金を控除しております。なお、控除前の金額は、1,528百万円であります。 

  

２．株主資本の金額の著しい変動 

（１）自己株式の取得 

  当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取

得について、下記の通り実施いたしました。 

  なお、平成24年９月18日までの取得をもって、平成24年８月６日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取

得は終了いたしました。 

①取得した株式の種類    当社普通株式 

②取得した株式の総数    15,489,000株 

③取得価額の総額        1,999百万円 

④取得した期間          平成24年８月７日から平成24年９月18日 

⑤取得した方法          東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付及び信託方

式による市場買付 

  

（２）自己株式の消却 

  当社は、平成24年９月24日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行

うことを決議し、下記の通り実施いたしました。 

①消却した株式の種類    当社普通株式 

②消却した株式の総数    15,489,000株（消却前の発行済普通株式総数（自己株式を除く）に対する割合：

3.04％） 

③消却日                平成24年９月28日 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日） 

現金及び預金勘定 百万円15,416 百万円14,134

預入期間が３か月を超える定期預金  △592  △196

現金及び現金同等物  14,823  13,938

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類 

配当金の 

総額 
（百万円）

１株当たり

配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月28日 
定時株主総会 

普通株式  1,524  3 平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金 

第一種優先株式  140  20 平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金 

（決議） 株式の種類 

配当金の 

総額 

（百万円）

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月26日 

定時株主総会 

普通株式  1,528  3 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金 

第一種優先株式  134  20 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金 
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Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料等の保管業、海運業、不動

産業、ホテル業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。  

        ２．セグメント利益の調整額△1,744百万円には、セグメント間取引消去68百万円、各報告セグメントに配賦し

ていない全社費用が△1,813百万円含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費及び研究開発費であります。 

        ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料等の保管業、海運業、不動

産業、ホテル業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。  

        ２．セグメント利益の調整額△1,595百万円には、セグメント間取引消去93百万円、各報告セグメントに配賦し

ていない全社費用が△1,688百万円含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費及び研究開発費であります。 

        ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

   （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２  

四半期連結
損益計算書
計上額 

（注）３  
水産事業 食品事業

保管物流
事業 

計

売上高                 

外部顧客への売上高  251,634  140,277  7,326  399,238  3,100  402,339  －  402,339

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 10,918  3,145  2,582  16,646  207  16,854  △16,854  －

計  262,553  143,422  9,909  415,885  3,308  419,193  △16,854  402,339

セグメント利益  5,544  5,301  620  11,466  483  11,950  △1,744  10,205

   （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２  

四半期連結
損益計算書
計上額 

（注）３  
水産事業 食品事業

保管物流
事業 

計

売上高                 

外部顧客への売上高  235,251  143,663  7,838  386,753  2,643  389,396  －  389,396

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 10,935  4,609  2,596  18,141  198  18,340  △18,340  －

計  246,187  148,272  10,435  404,895  2,841  407,737  △18,340  389,396

セグメント利益  2,100  4,280  630  7,010  409  7,420  △1,595  5,824
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  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

  

  該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 銭 4 86 円 銭 12 96

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  2,473  6,565

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  2,473  6,565

普通株式の期中平均株式数（千株）  509,045  506,437

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 4 55 円 銭 12 18

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円）  △8  －

（うち子会社の発行する潜在株式調整額 

（百万円）） 
 (△8)  －

普通株式増加数（千株）  33,113  32,512

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

― 

  

  

  

平成17年子会社ストック・オ

プション 

（新株予約権方式） 

新株予約権の数 247個  

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社マルハ

ニチロホールディングスの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成

24年７月１日から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）
に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四

半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  
監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マルハニチロホールディングス及び連結子会社の平成24年９
月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成24年11月12日

株式会社マルハニチロホールディングス 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 台   祐 二  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 文 倉 辰 永  印 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 開 内 啓 行  印 

 （注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  当社代表取締役社長久代敏男は、当社の第９期第２四半期（自  平成24年７月１日  至  平成24年９月30日）の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

   

  特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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